宿泊施設リスト（5/13時点）

施設名

施設住所

2ND by hotel androoms 札幌

札幌市中央区南六条西5丁目12-1

41 PIECES Sapporo

札幌市中央区南二条西５丁目29-2,26-41

ALPHABED INN 札幌大通公園

札幌市中央区南一条西7丁目20番地2

ANAクラウンプラザホテル札幌

札幌市中央区北三条西1丁目

ANAホリデイ・イン札幌すすきの

札幌市中央区南5条西3丁目7

BIZCOURTCABINすすきの

札幌市中央区南5条西5丁目13-1-4F

CITY CABIN

すすきの

札幌市中央区南五条西4丁目5-4

EXPERIENCE

SAPPORO

札幌市中央区南9条西15丁目2-1

EZO Run 札幌

札幌市中央区南四条東３丁目９番１号

Family Tree Guest House

札幌市中央区南十三条西8丁目1-45

GARDENS CABIN（ガーデンズキャビン）

札幌市中央区南一条西4丁目4-1

GRIDS SAPPORO

札幌市中央区南三条西5-32

Guesthouse OYADO SAPPORO

札幌市豊平区平岸四条10丁目5‐1

HOSTEL PRELION SAPPORO

札幌市中央区南4条西10丁目1005-4

Hotel ONE'S RESIDENCE

札幌市中央区南8条西2丁目5-67

HOTEL POTMUM

札幌市白石区菊水一条１丁目３－１７

HOTEL POTMUM ANNEX

札幌市白石区菊水一条１丁目３－１８

HOTEL WHEAT WACCA

札幌市豊平区水車町7丁目7-36

HOTELはなれ札幌

札幌市中央区南二条東2丁目7-1第3NEOビル2階

HOUSE HOTEL

友達

札幌市東区北十条東4丁目2-32

HOUSE HOTEL GOMA

札幌市中央区北十四条西15丁目6-5

HOUSE HOTEL LEMON

札幌市北区北十八条西5丁目2-3

HOUSE HOTEL MASHU

札幌市中央区北十四条西15丁目6-6

JOW2 Inn
JR MOBILE INN

札幌市中央区南一条西14丁目１－２２１札幌JOW2ビル202号
SAPPORO

KOTONI

札幌市西区琴似１条１丁目１番３号

JRイン札幌

札幌市中央区北五条西６丁目

JRイン札幌駅南口

札幌市中央区北三条西1丁目10

JRイン札幌北２条

札幌市中央区北二条西２丁目８番地１

JRタワーホテル日航札幌

札幌市中央区北五条西2丁目5番地

JR東日本ホテルメッツ札幌

札幌市北区北七条西2丁目5-3

KOKOHOTEL札幌駅前

札幌市中央区北一条西3丁目3-10

LESTEL MARU

札幌市中央区大通西２３丁目１－１（３階～１０階）

LUXE

札幌市西区二十四軒四条3丁目1-19

INN NIJUYONKEN

Luxe Inn Maruyama

札幌市中央区北五条西２４丁目2-12

MJステイズ

札幌市北区北10条西3丁目24-1 明和ビル2F

OMO3札幌すすきの by 星野リゾート

札幌市中央区南5条西6-14-1

ONE LIVING IN 24

札幌市西区二十四軒2条2丁目1-23

ONSEN RYOKAN 由縁 札幌

札幌市中央区北1条西7丁目6

PINN N4E2Ⅰ

札幌市中央区北4条東2丁目8-7

PirkaSapporo ピリカサッポロ

札幌市東区北14条東12丁目1-30

PLAZA HOTEL S4W12

札幌市中央区南四条西12丁目1295-24

R＆Bホテル札幌北３西２

札幌市中央区北三条西２丁目１－３０

Residence Hotel Stripe Sapporo

札幌市北区北七条西6丁目2-27

Riverside Hotel Sapporo

札幌市中央区南六条東三丁目20-3

SAKURA207

札幌市東区北二十条東7丁目2-21

SAKURA239

札幌市北区北二十三条西9丁目2-28

SAKURA93

札幌市白石区北郷9条3丁目9-9

SAKURA定山渓膳

卯月

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43-3

SAKURA定山渓膳

皐月

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43-7

SAKURA定山渓膳

水無月

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43-8

SAKURA定山渓膳

如月

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43-1-2

SAKURA定山渓膳

文月

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43-9

SAKURA定山渓膳

睦月

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43

SAKURA定山渓膳

弥生

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43-1-3

SAKURA定山渓膳

葉月

札幌市南区定山渓温泉西1丁目43-5

TAKETO STAY KOTONI

札幌市西区琴似四条六丁目２－２４

TAKETO STAY PREMIER SAPPORO Eki

札幌市中央区北七条西7丁目1-37

TAKETO STAY TERRACE ONE

札幌市中央区南二条西十丁目1000-24TAKETOビル5F

Ten to Ten 08 Sapporo Station

札幌市北区北7条西8丁目3-12

Ten to Ten 10 Sapporo Station

札幌市北区北七条西8丁目1-14

Terrace Toyohira

札幌市豊平区豊平4条3丁目4番13号

THE BASE SAPPORO SUSUKINO

札幌市中央区南六条西８丁目2-2

THE KNOT SAPPORO

札幌市中央区南三条西3-16-2

THE STAY SAPPORO

札幌市中央区南五条西9-1008-10

宿泊施設リスト（5/13時点）

施設名

施設住所

Tマークシティホテル札幌

札幌市中央区南七条西五丁目

Tマークシティホテル札幌大通

札幌市中央区南二条西7丁目

UCHI

LIVINGSTAY

札幌市豊平区豊平5条1丁目2-19

UCHI

SUSUKINO 5.7

KCU

札幌市中央区南5条西7丁目8-8

UCHI LIVING STAY AOZORA

札幌市中央区北5条西12丁目2-22

UCHI LIVING

札幌市中央区南12条西8丁目1-35

STAY EKOLU

UCHI Living stay Odori 11

札幌市中央区南1条西11丁目1-306

UCHI Living Stay Sapporo Kikusui

札幌市白石区菊水2条3丁目2-19

UCHI LIVING STAY TOYOHIRA

札幌市豊平区豊平5条1丁目2-18

UCHI LIVINGSTAY

NAKAJIMAPARK

札幌市中央区南11条西8丁目1-1

UCHI LIVINGSTAY

SUSUKINOWEST

札幌市中央区南5条西11丁目1287番18

UNWIND HOTEL & BAR 札幌

札幌市中央区南８条西５丁目２８９－１１１

VILLA KOSHIDO

札幌市西区琴似二条5丁目2-10

KOTONI

VILLA KOSHIDO KOTONI annex

札幌市西区琴似二条4丁目4-26

VILLA KOSHIDO

札幌市中央区大通西14丁目3-18

ODORI

VOICELESS JZNK

札幌市南区定山渓温泉西2丁目45-1ライオンズマンション参番館407

アーバンホテルマルコー

札幌市東区北17条東1丁目3-7

アパホテル〈TKP札幌駅前〉

札幌市中央区北2条西2丁目19番地1

アパホテル〈TKP札幌駅北口〉EXCELLENT

札幌市北区北十条西3丁目7番地

アパホテル〈札幌〉

札幌市中央区南二条西7丁目10番地

アパホテル〈札幌すすきの〉

札幌市中央区南6条西1丁目11-2

アパホテル〈札幌すすきの駅前〉

札幌市中央区南四条西2丁目2-5

アパホテル〈札幌大通公園〉

札幌市中央区南一条西9丁目15-1

イノーズプレイス

札幌市白石区東札幌三条４丁目６－５

イビススタイルズ札幌

札幌市中央区南8条西3丁目10-10

ウィークリーさっぽろアネックス

札幌市中央区南８条西４丁目４２４－２０

ウィークリーさっぽろ本館

札幌市中央区南７条西５丁目２８９－６３

ウイークリーホテルさんでん

札幌市中央区大通西18丁目２－１４

オブリガード

札幌市中央区南八条西9丁目759-2

からくさホテル札幌

札幌市中央区南3条西5丁目24

クインテッサホテル札幌

札幌市中央区南八条西5丁目289-103

クインテッサホテル札幌すすきの

札幌市中央区南六条西4丁目1-2

グラス資生館

札幌市中央区南四条西7丁目２－７ 202、203、403

グラス資生館+

札幌市中央区南四条西7丁目２－７ 301

グランドブリッセンホテル定山渓

札幌市南区定山渓温泉東4丁目328番

クロスホテル札幌

札幌市中央区北２条西２丁目２３番地

ゲストハウス樹舎

札幌市中央区南十一条西9-1-13

コンフォートホテル札幌すすきの

札幌市中央区南五条西1丁目2-10

ザ ロイヤルパークキャンバス札幌大通公園

札幌市中央区大通西1-12

さっぽろゲストハウス縁家

札幌市中央区南八条西8丁目515番地 南八条アーバンライフ201

サッポロヒルズ

札幌市中央区北４条東２丁目８－６

シアテル札幌

札幌市中央区南四条西5丁目8 F-45 3F

ジャスマックプラザホテル

ＴＫＰ札幌ビル

101,106,205,206,207号室

札幌市中央区南七条西3丁目

シャトレーゼガトーキングダムサッポロ

ホテル＆スパリゾート

札幌市北区東茨戸132番地

シャレーアイビー定山渓

札幌市南区定山渓温泉東3丁目231

スイスイン

札幌市中央区南十三条西14丁目3-26

スーパーホテル札幌・すすきの

札幌市中央区南六条西2丁目8-1

スーパーホテル札幌・北5条通

札幌市中央区北四条西12丁目1-4

スカイコート717

札幌市中央区南7条西17丁目1-15

すすきのグランベルホテル

札幌市中央区南五条西2丁目6-2

スマイルホテルプレミアム札幌すすきの

札幌市中央区南四条西1丁目13-1

スワンキーホテル・オートモ

札幌市中央区南六条西６丁目６－１４

センチュリーロイヤルホテル

札幌市中央区北五条西五丁目二番地

センチュリオンホテル札幌

札幌市中央区南六条西3丁目1-11

ソラリア西鉄ホテル札幌

札幌市中央区北四条西5丁目1番地2号

ちょい寝ホテル札幌手稲

札幌市手稲区富丘三条7丁目1-58

ティアラホテル札幌すすきの

札幌市中央区南八条西3丁目7－19

ニコーリフレ

札幌市中央区南三条西2丁目14番地

ニューオータニイン札幌

札幌市中央区北二条西1丁目1-1

ネストホテル札幌駅前

札幌市中央区北二条西2丁目9

ネストホテル札幌大通
ノースサファリサッポロ

札幌市中央区南二条西5丁目26-1
アニマルグランピング

フロント6階

札幌市南区豊滝259-5

ハクホウビルアパートメントススキノ

札幌市中央区南五条西6丁目ハクホウビル

ビジネスインノルテ

札幌市中央区南十一条西1丁目１－１

宿泊施設リスト（5/13時点）

施設名

施設住所

ビジネスインノルテⅡ

札幌市北区北十条西４丁目１－２２

ビスポークホテル札幌

札幌市中央区南二条西1丁目7-9

フィーノホテル札幌大通

札幌市中央区南1条西6丁目8-1

フェアフィールド・バイ・マリオット札幌

札幌市中央区南四条東１丁目

プライベートハウスS12

札幌市中央区南12条西9丁目1-22

フレイムホテル札幌

札幌市中央区南五条西７丁目８－１

プレミアホテル 中島公園 札幌

札幌市中央区南十条西6丁目1番21号

プレミアホテル-CABIN-札幌

札幌市中央区南5条西7丁目5-2

プレミアホテル－TSUBAKI－札幌

札幌市豊平区豊平4条1丁目1番1号

フロリッシュ67

札幌市中央区南六条西7丁目3-5

ベストウェスタン札幌大通公園

札幌市中央区大通西8丁目2-36

ベッセルイン札幌中島公園

札幌市中央区南九条西4丁目1番2号

ペンション雪輪

札幌市豊平区美園八条二丁目４－２１

ホステル プレジャー円山

札幌市中央区北１条西２８丁目１番１５号

ホステル札幌八條別邸

札幌市東区北25条東22丁目1-26

ホテル

アネックス

札幌市中央区南七条西5丁目289-56

ホテル

ハミルトン札幌

札幌市中央区南一条西15丁目1-238

ホテルJALシティ札幌 中島公園

札幌市中央区南八条西3丁目1-25

ホテルWBFフォーステイ札幌

札幌市中央区南3条西2丁目17-17

ホテルWBF札幌中央

札幌市中央区南2条西1丁目2-2

ホテルアクシアイン札幌すすきの

札幌市中央区南六条西5丁目8-6

ホテルアセントイン札幌

札幌市白石区東札幌三条2丁目1-3

ホテルアベスト札幌

札幌市中央区南二条西6丁目1－1

ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの

札幌市中央区南六条西六丁目2-2

ホテルエミシア札幌

札幌市厚別区厚別中央二条5丁目

ホテルクラッセステイ札幌

札幌市中央区南8条西2丁目5番90

ホテルクラビーサッポロ

札幌市中央区北二条東3丁目サッポロファクトリー西館

ホテルグレイスリー札幌

札幌市中央区北四条西四丁目1-8

ホテルコトニ札幌

札幌市西区琴似二条5丁目4-5

ホテルサッポロメッツ

札幌市北区北十七条西5丁目2-50

ホテルサンルート札幌

札幌市北区北七条西1-1-22

ホテルテトラスピリット札幌

札幌市中央区南三条西9丁目

ホテルニューバジェット札幌

札幌市中央区南三条西6丁目7-1

ホテルネッツ札幌

札幌市中央区南7条西4丁目2-1

ホテルノースシティ

札幌市中央区南九条西1丁目13-82

ホテルパールシティ札幌

札幌市中央区北三条西2丁目1-26

ホテルハシモト

札幌市中央区南二条東2丁目4番地

ホテルビスタ札幌[大通]

札幌市中央区南3条西5丁目16

ホテルビスタ札幌［中島公園］

札幌市中央区南九条西4-5

ホテルブーゲンビリア札幌

札幌市中央区南二条西7丁目6-1

ホテルポールスター札幌

札幌市中央区 北四条西６丁目２番地

ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

札幌市中央区南九条西二丁目2番10号

ホテルマイステイズ札幌アスペン

札幌市北区北八条西4-5

ホテルマイステイズ札幌すすきの

札幌市中央区南7条西5丁目1-7

ホテルマイステイズ札幌駅北口

札幌市北区北8条西4-15

ホテルマイステイズ札幌中島公園

札幌市中央区南十四条西1-1-20

ホテルマイステイズ札幌中島公園別館

札幌市中央区南11条西１丁目4-3

ホテルモントレエーデルホフ札幌

札幌市中央区北2条西1丁目1番地

ホテルモントレ札幌

札幌市中央区北四条東1丁目3番地

ホテルユキタ

札幌市東区北三十六条東１５丁目３－１５

ホテルライフォート札幌

札幌市中央区南10条西1丁目

ホテルラフィナート札幌

札幌市中央区南三条西９丁目998-6

ホテルリーネルすすきの

札幌市中央区南三条西二丁目1－5

ホテルリソルトリニティ札幌

札幌市中央区大通西5-3

ホテルリソル札幌中島公園

札幌市中央区南九条西4-4-10

ホテルリブマックスBUDGET札幌

札幌市中央区南9条西3丁目1-26

ホテルリブマックスBUDGET札幌駅前

札幌市北区北六条西7丁目

ホテルリブマックス札幌すすきの

札幌市中央区南七条西6丁目4-1

ホテルリリーフ札幌すすきの

札幌市中央区南八条西3-1-4

ホテルロイトン札幌

札幌市中央区北一条西11丁目

ホテルローヤルステイ・サッポロ

札幌市中央区南六条西８丁目2-1

ホテルロンシャンサッポロ

札幌市中央区南五条東1丁目4番地他

ホテル円山桜並木通り

札幌市中央区南五条西21丁目1-26

ホテル京阪札幌

札幌市北区北六条西6丁目1-9

宿泊施設リスト（5/13時点）

施設名

施設住所

ホテル時計台

札幌市中央区北二条西3丁目１－３５

ホテル鹿の湯

札幌市南区定山渓温泉西３丁目３２番地

ホテル善友札幌

札幌市北区新琴似七条5丁目4番24号

ホテル法華クラブ札幌

札幌市中央区北二条西3丁目

ホテル牧

札幌市中央区南十三条西7丁目1-20

ホテル翔SAPPORO

札幌市中央区南九条西3

ホワイトグランデ

札幌市白石区本郷通11丁目北2-29

メゾン札幌

札幌市北区二十六条西5丁目2-12 101,102,103号室

メルキュールホテル札幌

札幌市中央区南四条西二丁目2-4

ラ・ジェント・ステイ札幌大通

札幌市中央区南二条西五丁目26-5

ランドーホテル札幌スイーツ

札幌市中央区南五条西7-1-2

ランドーレジデンスすすきのスイーツ

札幌市中央区南六条西5-1

ランプライトブックスホテル札幌

札幌市中央区南2条西7丁目5-1

リッチモンドホテル札幌駅前

札幌市中央区北三条西１丁目１－７

リッチモンドホテル札幌大通

札幌市中央区南二条西4丁目4-1

ルートイン札幌駅前北口

札幌市北区北七条西4丁目2-2

ルートイン札幌中央

札幌市中央区南五条西5丁目13-1

ルートイン札幌白石

札幌市白石区北郷四条2丁目1-5

ルートイン札幌北四条

札幌市中央区北四条西13丁目1-53

レッドプラネット札幌すすきの南

札幌市中央区南七条西1丁目13-7

レンブラントスタイル札幌

札幌市中央区南七条西五丁目1-1

ローヤルハイツ白石

札幌市白石区南郷通1丁目北2-17 ローヤルハイツ白石
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ローヤルハイツ白石201

札幌市白石区南郷通1丁目北2-17-201

温泉旅館

札幌市南区定山渓温泉西１丁目４０番地１

錦和荘

花もみじ

札幌市南区定山渓温泉西３丁目３２番地

京王プラザホテル札幌

札幌市中央区北5条西7丁目2番地1

京王プレリアホテル札幌

札幌市北区北八条西4丁目11番地1

錦和荘A

札幌市南区定山渓温泉西1丁目37番地4

錦和荘B

札幌市南区定山渓温泉西1丁目37番地5

錦和荘D

札幌市南区定山渓温泉西1丁目37番地7

琴似グリーンホテル

札幌市西区琴似三条1丁目1-20

札幌・定山渓温泉

章月グランドホテル

札幌市南区定山渓温泉東3-239

札幌エクセルホテル東急

札幌市中央区南8条西5丁目420番地

札幌オリエンタルホテル

札幌市中央区南八条西4丁目422番地

札幌ガーデンパレス

札幌市中央区北一条西６丁目

札幌クラークホテル

札幌市北区北十三条西4丁目1-15

札幌クラッセホテル

札幌市中央区南一条西７丁目1－2

札幌グランドホテル

札幌市中央区北1条西4丁目2番地

札幌グランベルホテル

札幌市中央区南三条西8丁目10-1

札幌ゲストハウス成屋

札幌市豊平区豊平三条1丁目1-1

札幌サンプラザ

札幌市北区北二十四条西5丁目1-1

札幌ステイ中島パーク

札幌市中央区南11条西1丁目4-1

札幌パークホテル

札幌市中央区南10条西3丁目1-1

札幌ビューホテル 大通公園

札幌市中央区大通西8丁目

札幌プリンスホテル

札幌市中央区南二条西11丁目

札幌ホテルヤマチ

札幌市西区琴似一条3丁目3番6号

札幌ワシントンホテルプラザ

札幌市北区北六条西1丁目3-9

札幌市保養センター駒岡

札幌市南区真駒内600番地20

札幌東急REIホテル

札幌市中央区南4条西5丁目1番地

三井ガーデンホテル札幌

札幌市中央区北五条西6-18-3

三井ガーデンホテル札幌ウエスト

札幌市中央区北五条西6-2-4

山鼻温泉 屯田湯旅館

札幌市中央区南９条西８丁目１－１７

手稲ステーションホテル

札幌市手稲区手稲本町一条４丁目１番５号

女性のための宿

札幌市南区定山渓温泉西3丁目57

翠蝶館

新さっぽろアークシティホテル

札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6-2

厨翠山

札幌市南区定山渓温泉西3丁目3番

翠山亭倶楽部定山渓

札幌市南区定山渓温泉西2丁目10番地

澄川戸建て

札幌市南区澄川四条3丁目5-18

石狩の湯

札幌市中央区南二条西6丁目4-1

ドーミーインPREMIUM札幌

第88松井ビル

札幌市中央区南7条西7丁目3-1

第88松井ビル303号室

札幌市中央区南7条西7丁目3-1

狸の湯

札幌市中央区南三条西6丁目10-6

ドーミーイン札幌ANNEX

中村屋旅館

札幌市中央区北三条西7丁目

椿ガーデン 101･202･205･301･302･305

札幌市中央区南二条西８丁目４－４

502

宿泊施設リスト（5/13時点）

施設名

施設住所

椿ガーデン 203・303

札幌市中央区南二条西８丁目４－４

定山渓ビューホテル

札幌市南区定山渓温泉東2丁目111

定山渓温泉ぬくもりの宿ふる川

札幌市南区定山渓温泉西4丁目353番地

定山渓第一寶亭留翠山亭

札幌市南区定山渓温泉西3丁目105番地

定山渓鶴雅リゾートスパ

森の謌

札幌市南区定山渓温泉東192番地

定山渓万世閣ホテルミリオーネ

札幌市南区定山渓温泉東3丁目

天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM札幌大通公園

札幌市中央区南二条西9丁目1-20

東横INN札幌すすきの交差点

札幌市中央区南4条西3丁目4-1

東横INN札幌駅南口

札幌市中央区北3条西１－１－１６

東横INN札幌駅北口

札幌市北区北6条西1丁目4-3

東横イン札幌駅西口北大前

札幌市北区北八条西4-22-7

東急ステイ札幌

札幌市中央区南一条西1-13-4

東急ステイ札幌大通

札幌市中央区南二条西5丁目26-2

湯元

札幌市南区小金湯25番地

小金湯

湯元旬の御宿まつの湯

札幌市南区小金湯24番地

敷島定山渓別邸

札幌市南区定山渓温泉西3丁目４３４

芙蓉館

札幌市東区北七条東三丁目二十八番地

武蔵

札幌市西区西町北4丁目1-17

北海道クリスチャンセンター

札幌市北区北七条西6丁目

北海道青少年会館Compass

札幌市南区真駒内柏丘7丁目8-1

北海道第一ホテルサッポロ

札幌市北区北二十三条西4丁目2－6

悠久の宿

札幌市南区定山渓温泉東2-138-1

旅籠屋

白糸
定山渓商店

札幌市南区定山渓温泉西2丁目5番地

